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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気の回復基調が続いております。企業収益及び雇

用・所得の環境は改善傾向が続いており、個人消費は総じて底堅い動きとなっております。

当警備業界におきましては、警備サービスに対するニーズは底堅いものがあるものの、同業他社との受注競争の

激化や警備品質確保のためのコストアップ要因等を抱え、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは主力の交通誘導警備、雑踏警備、施設警備及び列車見張り警備の受注拡

大等、当社グループの中核となる事業の展開を図り、業容の拡大と収益力の強化に取組んでまいりました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,820百万円（前年同四半期比0.4％

増）、営業利益は469百万円（前年同四半期比15.0％増）、経常利益は511百万円（前年同四半期比10.8％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は318百万円（前年同四半期比16.7％増）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（警備事業）

警備事業は、交通誘導警備、施設警備、列車見張り警備等を行っております。警備事業の売上高は4,097百万円

（前年同四半期比0.5％増）、セグメント利益は195百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。警備事業の業

務別売上高の状況は以下のとおりです。

① 交通誘導警備

交通誘導警備につきましては、警備業者間の価格競争は依然として厳しい状況にありますが、震災復興需要への

対応及びイベント警備、駐車場警備等へ積極的に取組み、当部門の売上高は2,713百万円（前年同四半期比1.1％増）

となりました。

　

② 施設警備

施設警備につきましては、当社グループの重要商品と位置づけ、首都圏を中心に積極的に拡大を図っており、当

部門の売上高は1,081百万円（前年同四半期比1.9％増）となりました。

③ 列車見張り警備

列車見張り警備につきましては、比較的利益率が高いことから当社グループの注力商品の一つと位置づけており

ますが、当部門の売上高は285百万円（前年同四半期比8.6％減）となりました。

　

（ビルメンテナンス事業）

ビルメンテナンス事業は、ビルメンテナンス、清掃業務及び人材派遣等を行っております。ビルメンテナンス事

業の売上高は87百万円（前年同四半期比15.8％減）、セグメント損失は３百万円（前年同四半期は０百万円の損失）

となりました。

（メーリングサービス事業）

メーリングサービス事業は、メール便発送取次業務、販促品・サンプル等の封入・梱包及び発送取次業務等を行

っております。メーリングサービス事業の売上高は329百万円（前年同四半期比18.2％減）、セグメント利益は１百

万円（前年同四半期は３百万円の損失）となりました。

（電源供給事業）

電源供給事業は、各種イベント及びコンサート関連の仮設電源の提供・テレビ局関係の中継のバックアップ等各

種電源需要への電源提供業務を行っております。電源供給事業の売上高は305百万円(前年同四半期比40.5％増）、セ

グメント利益は62百万円（前年同四半期は９百万円の損失）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べ83百万円減少し、6,550百万円となりました。こ

の主な要因は、現金及び預金が13百万円増加したものの、のれんが49百万円、投資有価証券が62百万円減少したこ

と等によるものであります。

負債は前連結会計年度末と比べ249百万円減少し、2,517百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が

69百万円、未払消費税等が109百万円、未払費用が26百万円、長期借入金が32百万円減少したこと等によるものであ

ります。純資産は前連結会計年度末と比べ166百万円増加し、4,033百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が199百万円増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は61.5％となりました。

　 ②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と

比較して13百万円増加し、2,547百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は238百万円（前年同四半期は432百万円の収入）となりました。この主な要因は、

法人税等の支払額271百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益524百万円、減価償却費39百万円、のれん

償却額49百万円があったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は27百万円（前年同四半期は29百万円の支出）となりました。この主な要因は、投

資有価証券の売却による収入23百万円、投資有価証券の払戻しによる収入18百万円があったものの、投資有価証券

の取得による支出４百万円、有形固定資産の取得による支出61百万円があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は196百万円（前年同四半期は141百万円の支出）となりました。この主な要因は、

長期借入金の返済による支出68百万円、配当金の支払額117百万円があったこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年９月期の連結業績予想につきましては、平成27年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更は

ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更等)

　 （企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の

変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,533,631 2,547,589

受取手形及び売掛金 205,578 193,280

警備未収入金 956,503 940,821

仕掛品 1,503 －

原材料及び貯蔵品 34,435 31,547

繰延税金資産 49,019 47,079

その他 64,496 89,322

貸倒引当金 △1,966 △1,285

流動資産合計 3,843,202 3,848,355

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 293,013 286,326

土地 1,077,289 1,062,660

その他（純額） 190,439 224,039

有形固定資産合計 1,560,741 1,573,026

無形固定資産

のれん 526,339 477,287

その他 41,314 38,116

無形固定資産合計 567,653 515,404

投資その他の資産

投資有価証券 499,729 437,107

投資建物（純額） 6,675 6,095

投資土地 72,085 72,085

会員権 3,187 3,187

繰延税金資産 17,176 22,426

その他 72,773 83,096

貸倒引当金 △13,341 △13,211

投資その他の資産合計 658,286 610,786

固定資産合計 2,786,682 2,699,217

繰延資産

株式交付費 3,773 2,830

創立費 364 304

繰延資産合計 4,138 3,134

資産合計 6,634,023 6,550,707
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 660,000 660,000

1年内返済予定の長期借入金 101,598 65,853

未払法人税等 255,600 185,800

未払消費税等 234,759 125,303

未払費用 556,055 529,941

賞与引当金 68,390 79,120

その他 179,642 205,944

流動負債合計 2,056,045 1,851,963

固定負債

長期借入金 446,547 414,064

退職給付に係る負債 198,312 204,036

繰延税金負債 14,256 244

その他 52,090 47,280

固定負債合計 711,207 665,626

負債合計 2,767,252 2,517,590

純資産の部

株主資本

資本金 782,930 782,930

資本剰余金 766,550 766,550

利益剰余金 2,181,203 2,381,177

自己株式 △711 △711

株主資本合計 3,729,971 3,929,945

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 148,802 113,531

退職給付に係る調整累計額 △12,003 △10,359

その他の包括利益累計額合計 136,798 103,171

純資産合計 3,866,770 4,033,117

負債純資産合計 6,634,023 6,550,707
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 4,799,378 4,820,312

売上原価 3,304,158 3,203,372

売上総利益 1,495,219 1,616,939

販売費及び一般管理費 1,087,198 1,147,592

営業利益 408,021 469,346

営業外収益

助成金収入 9,889 10,356

受取賃貸料 12,395 13,503

受取出向料 11,892 5,340

投資有価証券運用益 － 7,739

持分法による投資利益 13,558 －

その他 23,193 14,636

営業外収益合計 70,929 51,575

営業外費用

支払利息 8,691 4,777

投資有価証券運用損 2,171 406

その他 7,022 4,578

営業外費用合計 17,885 9,762

経常利益 461,065 511,160

特別利益

投資有価証券売却益 － 20,436

特別利益合計 － 20,436

特別損失

固定資産除却損 255 244

固定資産売却損 － 7,295

投資有価証券売却損 1,172 －

特別損失合計 1,428 7,540

税金等調整前四半期純利益 459,637 524,056

法人税、住民税及び事業税 183,597 207,319

法人税等調整額 3,368 △1,490

法人税等合計 186,965 205,828

四半期純利益 272,672 318,227

親会社株主に帰属する四半期純利益 272,672 318,227
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純利益 272,672 318,227

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,703 △35,271

退職給付に係る調整額 10,944 1,644

その他の包括利益合計 24,648 △33,627

四半期包括利益 297,320 284,600

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 297,320 284,600
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 459,637 524,056

減価償却費 37,725 39,593

のれん償却額 51,315 49,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） 210 △810

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,050 10,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,550 8,170

受取利息及び受取配当金 △12,402 △3,518

支払利息 8,691 4,777

持分法による投資損益（△は益） △13,558 ―

投資有価証券運用損益（△は益） 2,171 △7,333

投資有価証券売却損益（△は益） 1,172 △20,436

有形固定資産売却損益（△は益） ― 7,295

有形固定資産除却損 255 244

売上債権の増減額（△は増加） 155,277 27,979

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,364 4,391

前払費用の増減額（△は増加） 13,907 △16,276

未収入金の増減額（△は増加） 76,174 △9,140

未払金の増減額（△は減少） 30,051 24,136

未払費用の増減額（△は減少） △49,943 △25,300

預り金の増減額（△は減少） △1,225 △1,512

その他 △89,221 △104,732

小計 677,104 511,366

利息及び配当金の受取額 19,581 3,518

利息の支払額 △8,384 △4,627

法人税等の支払額 △255,976 △271,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,324 238,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △51,523 △4,018

投資有価証券の売却による収入 39,083 23,568

投資有価証券の払戻しによる収入 3,620 18,937

有形固定資産の取得による支出 △17,852 △61,214

有形固定資産の売却による収入 ― 7,333

短期貸付けによる支出 △1,410 △750

短期貸付金の回収による収入 100 ―

敷金の差入による支出 △667 △1,043

その他 △608 △10,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,257 △27,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 280,000 ―

長期借入金の返済による支出 △341,124 △68,226

配当金の支払額 △71,636 △117,400

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△8,653 △11,136

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,414 △196,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 261,653 13,957

現金及び現金同等物の期首残高 1,955,745 2,533,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,217,398 2,547,589
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合 計

警備事業
ビルメンテナン

ス事業
メーリングサー

ビス事業
電源供給事業

売上高

外部顧客への売上高 4,075,025 103,666 403,203 217,482 4,799,378

セグメント間の内部売上高又
は振替高

35,790 3,374 ― 746 39,911

計 4,110,815 107,041 403,203 218,229 4,839,289

セグメント利益又は損失(△) 221,031 △834 △3,968 △9,326 206,902

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 206,902

セグメント間取引消去 201,118

四半期連結損益計算書の営業利益 408,021

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合 計

警備事業
ビルメンテナン

ス事業
メーリングサー

ビス事業
電源供給事業

売上高

外部顧客への売上高 4,097,728 87,252 329,713 305,617 4,820,312

セグメント間の内部売上高又
は振替高

72,560 5,525 ― 834 78,920

計 4,170,289 92,778 329,713 306,452 4,899,233

セグメント利益又は損失(△) 195,674 △3,980 1,760 62,577 256,032

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 256,032

セグメント間取引消去 213,314

四半期連結損益計算書の営業利益 469,346

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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